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平成３０年第９回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成３０年６月６日 水曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時

４ 閉 会 午後３時１５分

５ 出 席 者 教育長 米田 進

委 員 岩佐 信宏

伊藤佐知子

大塚和歌子

伊勢 昌弘

６ 説明のための出席者

教育次長 太田政和 教育次長 眞壁聡子

総務課長 今川 聡 施設整備室長 保坂一美

教職員給与課長 嵯峨 要 幼保推進課長 鈴木和朗

義務教育課長 石川政昭 高校教育課長 渡部克宏

特別支援教育課長 小林 司 生涯学習課長 中山恭幸

文化財保護室長 近江谷正幸 保健体育課長 高橋周也

福利課長 髙橋忠太郎

７ 会議に付した事項

議案第２５号 平成３０年度施策評価について

議案第２６号 秋田県立近代美術館協議会委員の任命について

８ 可決した事項

議案第２５号 平成３０年度施策評価について

議案第２６号 秋田県立近代美術館協議会委員の任命について

９ 報告事項

・平成３１年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験志願者の状況について

・平成３１年度秋田県立中学校入学者選抜適性検査問題等作成方針について

・平成３１年度秋田県公立高等学校入学者選抜学力検査問題作成方針について

・平成３０年度秋田県公立高等学校入学者選抜定時制の課程１０月入学生募集要項に

ついて

・平成３１年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科入学者選抜学力検査問題作成方針に

ついて

・平成３１年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科学生募集要項について
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10 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、平成３０年第９回教育委員会会議を開催いたします。

本日の議事録署名員は、１番岩佐委員と２番伊藤委員にお願いします。

【米田教育長】

はじめに、議案第２５号「平成３０年度施策評価について」、総務課長から説明をお願いしま

す。

（※総務課長のほか、施策５－１は高校教育課長が、施策５－５は生涯学習課長が説明）

【総務課長、高校教育課長、生涯学習課長】

議案第２５号「平成３０年度施策評価について」説明概要

・秋田県政策等の評価に関する条例の規定により、「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」に

掲げる教育委員会所管の施策について、教育委員会が毎年評価するもの。

・同プランの体系には、５つの戦略に３６の重点施策のほか、１１の基本施策があり、そのう

ち教育委員会関係は、戦略５「未来を担う教育・人づくり戦略」の施策５－１から５－５ま

でである。

・このたび、教育委員会では定量的評価と定性的評価の両方の観点から各施策を総合的に評価

したことから、その判定の妥当性を審議いただく。

・施策５－１「自らの未来を切り開き社会に貢献する人材の育成」は、代表指標及び二つの関

連指標の達成率が９０％台であることや、県内就職希望者数やインターンシップ参加率の増

加、産業構造を意識した人材育成が進んでいることから、総合評価をＢとした。

・施策５－２「確かな学力の定着と独創性や表現力の育成」は、代表指標が目標を達成したほ

か、難関大学への合格者数の増加や中３・高３の英検取得率が全国上位という成果がみられ

たが、関連指標が目標に届かなかったことから、総合評価をＢとした。

・施策５－３「豊かな心と健やかな体の育成」は、代表指標、関連指標の中には、全国平均を

上回ったものがあるものの、多くの指標で目標値を下回ったことから、総合評価をＢとした。

・施策５－４「良好で魅力ある学びの場づくり」は、代表指標、関連指標の中には全国平均を

上回ったものがあるものの、６つの指標のうち半分が目標値を下回ったことから、総合評価

をＢとした。

・施策５－５「生涯学習を行動に結び付ける環境と芸術・文化に親しむ機会づくり」は、代表

指標が目標を大幅に上回り、地域で活躍する人材の掘り起こしが一定程度進んだほか、課題

支援公立図書館の取組が全市町村で実施され、文化財等の保存・活用も着実に進められてい

ることから、総合評価をＡとした。

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。
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【岩佐委員】

施策５－２「確かな学力の定着と独創性や表現力の育成」の総合評価はＢですが、Ａでもよい

のではないかと思います。代表指標は１００％を超えていますし、関連指標の「国公立大学希望

達成率（公私立、全日制）」はやや落ち込んでいるとはいえ、高いければ良いというものではな

いと思います。高いということは、志望校の難易度を下げていることも考えられます。代表指標

の成果を踏まえて総合評価がＡでもよいのではと思いました。

【米田教育長】

施策５－２に関してご意見がありました。これに関連して他の委員からご意見があれば伺いた

いのですが、いかがでしょうか。

【大塚委員】

全体的にどの施策も明るい内容だと思いました。また、施策５－２と施策５－４の判定はかな

り控えめだと思いました。これ以上の成果はないのではという感じさえしたところです。特に施

策５－２の総合評価はＡでもよいと思いましたが、一方で、施策５－３の総合評価のＢについて

は、不登校児童生徒数の実績が１０月にならないと判明しないため何とも言えないと思ったとこ

ろです。施策５－４に関しては、関連指標④「インターネットセーフティに関する保護者等の講

座を新たに行った中学校区の割合（累積）」という、時代に即した取組の達成率が１９１％とな

っており、それだけ大変な努力をされたものと思います。私も何回か参加していますが、本当に

ありがたい取組だと感じていますので、施策５－４の総合評価はＡでよいのではないかと思いま

した。また、施策５－５のは判定どおり総合評価はＡでよいと思います。

【米田教育長】

施策５－２に関して他にご意見があれば伺いたいのですが、いかがでしょうか。

【総務課長】

施策５－２について補足があります。関連指標②「中学３年生の英検３級以上取得率」ですが、

平成２８年度に英検の基準が変わり、取得が難しくなったことから、同年度の達成率は大きく下

がりました。しかし、翌年の平成２９年度には達成率を盛り返したことから、知事部局の担当者

からは、前の基準のままなら達成率がもっと高かったのではないか、とのコメントがありました。

【米田教育長】

英検２次試験のインタビューのテストにはいくつか項目があるわけですが、以前は単純平均で

評価していたものが、それぞれのセクションで一定以上のポイントを取らなければならなくなり

ました。それが取得率を下げた理由であると思っています。また、教育に関しては評価が控え目

というわけではありませんが、もっと上を目指していかなくてはいけない、さらに上の目標に向

かって頑張らなければいけないという思いが、結果的に厳しい評価につながっているものと思い

ます。ただ今、岩佐委員、大塚委員から評価の見直しについての発言がありましたので、施策５

－２の総合評価をＡとしてよいかお諮りします。
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【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは施策５－２の総合評価をＡとしたいと思います。関連して評価理由についてはどのよ

うにしますか。

【総務課長】

総合評価をＡに変更すると評価理由を若干修正する必要がありますので、その点は事務局にお

任せいただければ思いますが、いかがでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、そのようにさせていただきます。次に施策５－４についても大塚委員からご意見を

いただいておりますが、この件について、あるいは他についてでも結構ですのでご意見はござい

ますか。

【伊藤委員】

施策５－４の代表指標①「授業の内容がよく分かると思う児童生徒の割合（小６）」の達成率

が９８．４％というのは、すごいことだと思います。施策名の「良好で魅力ある学びの場づく

り」という目的と非常にマッチした代表指標であり、これ以上の指標はないものと思います。ま

た、施策５－２の学力に関する取組では、代表指標の「県学習状況調査における通過割合」の達

成率が１０８．７％というのも目的と成果が非常に適合していると思うのですが、そういう点は

大いに評価すべきと思いますので、施策５－４の総合評価もＡでよいのではないかと思います。

むしろ、なぜＢにしたのかをお聞きしたいと思います。

【総務課長】

評価の判定は、目標達成状況が１００％以上ならＡ、８０％以上１００％未満ならＢというよ

うな基準がありますが、評価で一番重きを置いたのは、代表指標が目標を達成しているかどうか

でした。施策５－４の代表指標である「授業の内容がよく分かると思う児童生徒の割合」におい

ては、達成率でみると小６は９８．４％、中３は９５．１％で、に１００％に近いわけですが目

標達成には届いていないため、総合評価をＢとしました。関連指標の方はほぼ目標を達成してい

たため、代表指標のうち一つでも目標を達成していればＡでもよいのではないか、と思っていた

ところでした。

【伊藤委員】

わかりました。小６の場合でいうと、目標値の９０．０％に対し実績が８８．６％で、達成率

が９８．４％ということですね。
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【米田教育長】

学校側、先生側としては、もっと理解してもらいたいという強い思いがあり、もう少し頑張ろ

うという気持ちの現れととらえていただければと思います。

他にはございますか。

【岩佐委員】

施策５－４の関連指標③「地域と連携して防災訓練等実施する学校の割合（公立、幼・小・中

・高・特別支援）」の備考欄によると、平成２９年度の実績は平成３０年１０月頃まで判明しな

いようですが、なぜ判明する時期が遅いのかが気になりました。施策５－３でも同様の指標があ

るようですが。

【保健体育課長】

国が行っている「学校安全調査」の調査項目でありまして、この結果が９月頃に国から示され

ることから判明時期が遅れています。なお、国の調査は２年に一度ですが、国の調査がない年は

県単独で実施しています。

【義務教育課長】

施策５－３の関連指標②と③の不登校児童生徒数の実績については、県としてデータはとりま

とめて既に国に送っていますが、国が全体をとりまとめて公表する時期が１０月くらいであるた

め、判明時期が遅くなっています。

【岩佐委員】

それまでは数値を公表できないということですか。

【義務教育課長】

公になるのは国の公表を待ってからということになります。

【米田教育長】

国が全体の状況をまとめるのに時間が掛かることから公表時期が遅れてくるということになり

ます。

他にございませんか。特になければ表決を採りたいと思います。

原案を一部修正して施策５－２の総合評価をＡとし、その理由の記載は一部調整することを条

件にして可決することでよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、原案を一部修正することで可決します。
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次に、議案第２６号「秋田県立近代美術館協議会委員の任命について」、生涯学習課長から説

明をお願いします。

【生涯学習課長】

議案第２６号「秋田県立近代美術館協議会委員の任命について」説明概要

・秋田県立近代美術館協議会委員の委員任期満了のため、新たな委員について教育委員会の承

認を得る必要がある。

・委員１０名のうち８名は２期目、２名が新任である。

・任期は平成３０年６月１０日から平成３２年６月９日までである。

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【米田教育長】

この協議会において、昨年度はどのようなことが話題になりましたか。

【生涯学習課長】

近代美術館から取組状況について報告した後、例えば、今後の展示についてどのようにすべき

かなど美術館の運営に関する御助言をいただいております。

【米田教育長】

他になければ、表決を採ってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第２６号を原案どおり可決することでよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、議案第２６号を原案どおり可決します。

次に、報告事項の一つ目、「平成３１年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験志願者の

状況について」、高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

報告事項「平成３１年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験志願者の状況について」説
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明概要

・平成３０年６月６日現在の志願者の状況についての報告。

・採用予定人員は２０９名で、昨年度比３６名程度の増。

・志願者総数は１，１２３名で、昨年度比２６名の増。

・志願倍率は５．４倍。

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【伊勢委員】

志願倍率は他の県と比較してどうですか。

【高校教育課長】

手元に資料がございませんので、調べて後ほど回答いたします。

【大塚委員】

志願者が増えていることは良いことですが、志願倍率が下がっているということは、採用の枠

も増えているということですか。

【高校教育課長】

志願者が２６名増えておりますが、採用予定人員も３６名増えたことから志願倍率が下がって

います。

【米田教育長】

とりわけ小学校の志願者が増えて、中・高は少し減っています。小学校の志願者が５７名増え

ている要因は、どのようなことが考えられますか。

【義務教育課長】

受験年齢を４９歳まで引き上げたことにより、４６歳から４９歳までの志願者が３０名ほど増

えています。また、他県教諭の選考について、一次試験は面接のみとして募集したところ小学校

の志願者は前年度比の２倍となっておりますので、増加のうちの半数以上はそうしたことが要因

であると考えています。

【岩佐委員】

大学推薦特別選考は今年の目玉の一つですが、大学から何人ぐらいの応募があり、どのような

プロセスで選考したかの情報があれば教えていただきたいのですが。

【義務教育課長】

人数は５名と指定しておりましたので、その範囲で大学側が選考したものと思います。提出書

類には、成績のほかボランティア経験やどのような人物かも記載されていましたので、かなり優
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秀な方々を推薦していただいているという印象を持っております。

【岩佐委員】

その結果を見て、来年度は枠を増やすことなどもあり得るということですか。

【米田教育長】

まず結果を見てということになると思います。

小学校教諭等の部分で、中学校英語の免許状所有者枠への志願者が、５名程度の募集に対して

１０名ですが、小学校での外国語の教科化の関係でこちらに申し込んだということでしょうか。

【義務教育課長】

そのように思われます。

【米田教育長】

全体の志願倍率は高くはありませんが、ここ１０年で見ると一番高いのはどれくらいでしたか。

【高校教育課長】

平成２２年度の１６．５倍が一番高い倍率となっています。

【米田教育長】

採用人数にもよるのですが、志願倍率はだんだんと下がってきています。志願者数は１,１００人

程度となっています。

【大塚委員】

受験年齢を引き上げたことで、志願者が３０名程度増えたということでしたが、男女別ではど

のようになっていますか。やはり男性が多いのでしょうか。

【義務教育課長】

３０名程度というのは小・中学校のみで、高等学校も合わせるともっと多くなると思いますが、

男女別のデータは、今は手元にございません。

【大塚委員】

１０年ほど前は志願倍率がすごく高かったということは、例えば、今４６歳の志願者の方は、

働き盛りの頃の採用試験が難関で、非常に苦労されたと思います。再トライであればぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。

【米田教育長】

一次試験の実施日は東北６県で統一しています。北海道は別の日なので、毎年、北海道と秋田

県を掛け持ち受験する方もいます。
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【伊藤委員】

５０歳近くの方を採用した場合、これまでの経験による手当などがつくのでしょうか。

【教職員給与課長】

４９歳までの職歴や講師歴を加味した上で初任給を決定しております。職歴に対する手当はご

ざいません。

【伊藤委員】

例えば、４９歳までの間、他県で教諭をしていた場合と、教諭ではない別の仕事をしていた場

合とでは給与は違いますか。

【教職員給与課長】

基本的には、教員や臨時講師をされていた方の経歴はそのまま引き継がれますが、それ以外の

仕事をされていた方は割り落とされるような規則になっています。

【米田教育長】

他になければ、次に二つ目の「平成３１年度秋田県立中学校入学者選抜適性検査問題等作成方

針について」、高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

報告事項「平成３１年度秋田県立中学校入学者選抜適性検査問題等作成方針について」説明概

要

・基本方針、適性検査問題等の配慮事項とも昨年度から変更なし。

・これまでと同様に教科横断的な思考力・判断力・表現力等をみる内容を充実させていきたい。

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【米田教育長】

これまで行ってきた適性検査問題について、学校から意見などは出ているものでしょうか。

【高校教育課長】

毎年、意見をいただいております。受験する生徒の層にもよると思いますが、難易度をもう少

し上げてほしい、あるいは易しくしてほしいという意見や、選択問題は必要だろうかというよう

な意見などをいただくことがあります。毎年どのようにするかという検討はしていますが、現状

に特に大きな問題はないということで、このたびの方針を作成しています。

【米田教育長】

他になければ、次に三つ目の「平成３１年度秋田県公立高等学校入学者選抜学力検査問題作成

方針について」、高校教育課長から説明をお願いします。
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【高校教育課長】

報告事項「平成３１年度秋田県公立高等学校入学者選抜学力検査問題作成方針について」説明

概要

・基本方針について、今年度から中学校の学習指導要領改訂に伴う移行期間に入ることから、

社会については新学習指導要領実施に伴う移行措置を踏まえた内容とする。

・その他は前年度から変更なし。

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

社会科以外も移行期間に入っていますが、他の教科は入試に直結するようなことがないという

ことですか。

【義務教育課長】

社会科だけになります。

【米田教育長】

ついこの前、前年度の結果集計をお伝えした後で、すぐに次年度に向けた作業が始まるわけで

すが、問題作成についてもしっかり進めていただきたいと思います。

他になければ、次に四つ目の「平成３０年度秋田県公立高等学校入学者選抜定時制の課程１０

月入学生募集要項について」、高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

報告事項「平成３０年度秋田県公立高等学校入学者選抜定時制の課程１０月入学生募集要項に

ついて」説明概要

・大館鳳鳴高等学校、秋田明徳館高等学校、横手高等学校において定時制課程の１０月入学者

を若干名募集する。

・検査日は平成３０年９月１日（土）で、作文、口頭試問及び面接を行う。

・合格発表日は平成３０年９月６日（木）で、各校に合格者の受験番号を掲示する。

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【伊藤委員】

定時制の生徒数はあまり多くはないと思いますが、全科目の教員をどのように確保しているの

ですか。

【高校教育課長】

定時制の生徒数は少ないですが、それぞれの生徒は、様々な事情を抱えながら、あるいは働い

きながらも勉強したいということで来ているわけですので、できるだけ全日制との差が出ないよ
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うに各教員を配置しています。ただし、理科４科目や地理歴史などの選択科目については、全て

の教員を配置することは難しい状況にあります。

【眞壁教育次長】

高等学校の教員の定数につきましては、実際に在籍している生徒によって決まるのではなく、

収容定員によって決まりますので、定員割れしている学校にあっても、収容定員を基に教員を配

置しています。したがって、選択科目には多少制限はありますが、定時制の課程であってもしっ

かりとした教育課程に則って授業ができるようになっています。

【米田教育長】

他になければ、次に五つ目の「平成３１年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科入学者選抜学力

検査問題作成方針について」と六つ目の「平成３１年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科学生募

集要項について」、高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

その説明の前に、報告事項「平成３１年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験志願者の

状況について」の際に、伊勢委員から御質問のございました、他県の昨年の倍率について報告い

たします。東京都については、例えば中・高等学校共通区分で実質倍率７．１倍となっています。

また、隣県の岩手県については、中学校が志願倍率６．４倍、高等学校が８．４倍、青森県につ

いては、中学校が１２．１倍、高等学校が１１．９倍となっています。

【米田教育長】

それぞれの採用予定者数が不明なので単純比較はできませんが、今後、様々な状況が分かって

くると思いますので、その際にまた説明できると思います。

では、「平成３１年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科入学者選抜学力検査問題作成方針につ

いて」、「平成３１年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科学生募集要項について」の説明をお願

いします。

【高校教育課長】

報告事項「平成３１年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科入学者選抜学力検査問題作成方針に

ついて」説明概要

・基本方針及び各教科等の配慮事項について、昨年度から変更なし。

報告事項「平成３１年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科学生募集要項について」説明概要

・学生の募集は、特別選抜と一般選抜を行う。

・特別選抜は、出願期間が平成３０年９月４日から９月１１日までで、介護福祉科は小論文と

面接を、生産技術科は実技と面接を行う。合格発表は９月２７日である。

・一般選抜は、出願期間が平成３０年１０月２６日から１１月２日まで、介護福祉科は一般常

識等の筆記検査と面接を、生産技術科は数学等の筆記検査と面接を実施する。合格発表は

１１月２２日である。
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・２回の選抜で定員に満たない場合は、平成３１年１月下旬又は２月上旬に二次選抜を行う。

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【米田教育長】

専攻科の生徒の就職は順調と聞いていますが、どのような状況ですか。

【高校教育課長】

介護福祉科については、この春に５期生が卒業したところですが、介護福祉士試験の合格率が

５年連続で１００％でした。毎年、全員とはいかないまでも、多くの生徒が地元の施設に就職し

ています。また、生産技術科については、地域のものづくりを支えるプロフェッショナルを育て

るという目的どおり、ほとんどの生徒が地元のものづくり企業に就職しているという状況です。

【米田教育長】

他になければ、この作成方針で作業を進めたいと思います。

予定された案件は以上ですが、他にございませんか。

ないようですので、以上で本日の会議を閉じます。

お疲れさまでした。


